
（別紙） 26年度第2回募集採択

農業法人等の名称

ダイヤモンド十勝株式会社
ファームTORAO株式会社
阿野裕紀緒（阿野観光果樹園）
株式会社オールダーランド
株式会社カーサ
株式会社けーあいファーム
株式会社コムズファーム
株式会社てみるファーム
株式会社のぐち北湯沢ファーム
株式会社マルシメおぬき
株式会社愛
株式会社伊藤デイリー
株式会社一戸農場
株式会社久保農園
株式会社耕創
株式会社山田牧場
株式会社山本牧場
株式会社大樹農社
株式会社大野ファーム
株式会社谷口農場
株式会社平川ファーム
株式会社髙橋牧場
吉川與蔵
山本忠彦
森本宏一
村上知之
大原健
大成産業株式会社
池田和史（池田農芸農場）
藤井正子（とれた小屋ふじい）
藤渡昭博（藤渡牧場）
農事組合法人とよころ農業機械センター
農事組合法人ぴりかファーム
農事組合法人ほのか
農事組合法人一心生産組合
農事組合法人十勝ホッグファーム
農事組合法人東神楽温室園芸組合
農事組合法人日の出生産組合
農事組合法人柏台生産組合
農事組合法人豊原生産組合
萩原一弥
萩原拓也
有限会社オコッペフィードサービス
有限会社グリーンテーブル
有限会社ゲズント農場
有限会社パインランドデーリィ
有限会社フジワラファーム
有限会社園原農場
有限会社九条ファーム
有限会社屈足肉牛牧場
有限会社後藤農園
有限会社高田農園
有限会社山谷グリーンファーム
有限会社仁成ファーム

採択農業法人等の名称（都道府県別）

北海道



有限会社西上加納農場
有限会社竹村牧場
有限会社田口畜産
有限会社藤沢牧場
有限会社藤田農園
有限会社冨田ファーム
有限会社伏見牧場
有限会社余湖農園
有限会社緑進
和田琢磨（和田農園）
髙橋孝徳
株式会社グリーンソウル
株式会社ディリーサポート吹越
株式会社奥津軽アグリ
株式会社宮古農園
株式会社日本ベジタ
村上智
村田睦夫
長谷川自然牧場株式会社
唐牛武
有限会社ビッグファミリー
有限会社ゆめりんご
有限会社山口グリーンファーム
有限会社真理乃
有限会社石田・農園
有限会社藤谷園芸
有限会社宝荘
有限会社豊心ファーム
キートスファーム株式会社
株式会社耕野
三浦正美（三浦青果）
酒勾徹（自然農園ウレシパモシリ）
村上一憲（ひころいちファーム）
藤村真哉
農事組合法人栄久商事
北田晴男
堀間晴夫（堀間園芸）
有限会社うしちゃんファーム
有限会社すぐね
有限会社田村牧場
株式会社あすファーム松島
株式会社ざおうハーブ
株式会社岸浪園
株式会社原グリーンサービス
佐藤祥（佐藤農園）
田所食品株式会社
農事組合法人しわひめスワイン
有限会社うしちゃんファーム
有限会社大郷グリーンファーマーズ
有限会社薬師農産
株式会社あぐりっこ大館
高階克亮（高階ファーム）
田山仙
農事組合法人なかむら
農事組合法人種沢ファーム
農事組合法人十和田八幡平ファーム夏井
農事組合法人中仙さくらファーム
有限会社アグリほくおう
有限会社なるほど舎

秋田県

北海道

青森県

岩手県

宮城県



有限会社ポークランド
有限会社伊東農園
有限会社東雲農園
さとう農園株式会社
塩野義博
株式会社モス山形
株式会社ヤマタ畜産
株式会社石山牧場
株式会社竹寿耕友会
株式会社天心園
株式会社田んぼ花の里李山
株式会社飯豊ながめやま牧場
丸松農園株式会社
合同会社紺野農園
山口義孝
舟山新弥
仲野真
藤の花ファーム有限会社
農事組合法人やまがたファーム
農事組合法人りぞねっと
農事組合法人月山パイロットファーム加工部
農事組合法人新田営農組合
農事組合法人雪谷畜産団地組合
農事組合法人藤の木農場
牧野聡（まきの農園）
有限会社クリタ園芸
有限会社ピックファーム室岡
有限会社後藤農場
有限会社新庄最上有機農業者協会
有限会社仲野観光果樹園
有限会社鈴木農産企画
オーチャード斉藤株式会社
伊藤幸太郎（伊藤農園）
会津農匠株式会社
株式会社みなもと農園
株式会社新ふくしまファーム
感謝農園平井株式会社
佐藤清武（ふれあい農園）
三留弘法
小森貞治（小森ぶどう園）
松浦万助
新田秀吉
石井成治（フルーツいしい）
雪割牧場有限会社
有限会社花雅
有限会社鈴木グリーン・ファーム
和田正人（和田nouzyo）
ＪＡ北つくばアグリファーム株式会社
株式会社TKF
株式会社アグリード
株式会社レインボーフューチャー
株式会社正八つくば
株式会社倉本商店
株式会社峯ファーム
株式会社野口農園
合資会社YAGIファーマーズCLUB
小松崎友二（小松崎園芸）
中居鋭起（中居農園）
有限会社アクト農場

秋田県

山形県

福島県

茨城県



有限会社ソメノグリーンファーム
有限会社ファームオアシス
有限会社押手園芸
有限会社河内営農
有限会社瑞穂農場
有限会社相馬グリーン
有限会社矢澤園芸
イオンアグリ創造株式会社　宇都宮農場
株式会社JAアグリうつのみや
株式会社YS商事
藤田武志（藤田農園）
農事組合法人MAGIファーム
有限会社いちごの里湯本農場
有限会社ティアンドティナーサリー
有限会社瑞穂農場
有限会社卵明舎
F2ファームファーマーズ株式会社
株式会社Dts　creation
株式会社トマル
株式会社マルイ洋蘭開発センター
株式会社登坂園芸
株式会社野菜くらぶ
佐藤市郎（サトウ園芸）
小林政幸
二ノ宮行雄
有限会社ロマンチックデーリィファーム
有限会社角田農園
有限会社高崎クエイル
有限会社神代牧場
有限会社品川牧場
アグリグリーン株式会社
株式会社アンジェリカ農園
株式会社しゅん・あぐり
株式会社つばさグリーンファーム
株式会社関東地区昔がえりの会
原口力
埼玉福興株式会社
小林孝之（小林花卉）
深田武雄
神田好秋
神田清
飯野芳彦
保延辰夫
木村博
有限会社みのり
有限会社加藤牧場
有限会社楽農三恵園
有限会社四季百菜
有限会社小松沢レジャー農園
濱野恒（グリーンファーム岩槻）
雲地康夫
株式会社きうち牧場
株式会社しあわせ牛
株式会社テンアップファーム
株式会社ひまわりファーム
株式会社ファームキャンパス
株式会社岡本農園
株式会社寺島牧場
株式会社芝山農園

群馬県

埼玉県

千葉県

茨城県

栃木県



株式会社秋葉牧場
株式会社清左衛門
株式会社早坂園芸
株式会社日本ベジタ
吉田忠雄（吉田農園）
及川孝夫
佐藤宣幸（佐藤農園）
山本京子（八街ふれ愛オーガニックファーム）
小堀敏雄（小堀農園）
石橋福兆（石橋牧場）
石毛章俊（石毛養豚）
船木輝夫
槍木康直
大久保昇（スカイアグリ）
大多和斉（大多和農園）
農事組合法人成田ガイヤ
飯笹雄次
有限会社かまや
有限会社ストックブリーディング・アツタ
有限会社たくみの里
有限会社ファーム笹山
有限会社まるしょう園芸
有限会社下山農場
有限会社高秀牧場
有限会社小堀屋畜産
有限会社平山牧場
有限会社髙橋植物園
近藤剛
笹本輝明
有限会社小林養樹園
鈴木英次郎（鈴木農園）
株式会社ゆうゆう農場
石井久喜（はなまる農園）
惣田朝治
飯島裕二
蛭田清（蛭田農園）
有限会社グランパファーム
奥野田葡萄酒醸造株式会社
株式会社サラダボウル
株式会社東夢
山口朝康（山口牧場）
敷島醸造株式会社
有限会社さくらファーム
あんじゅファーム株式会社
メグリーン株式会社
わかば農園株式会社
株式会社つみつみいちごファーム
株式会社佐古牧場
久世晴久（久世ファーム）
若宮農場株式会社
大倉敏道（大倉園芸）
中家重彦（なかや農園）
農事組合法人ミレット・ガイヤコーポレーション
農事組合法人ロイヤルグリーン
堀田農産有限会社
有限会社サンコフ
有限会社ふる里農園美の関
有限会社橋場農園
有限会社健康やさい村

山梨県

岐阜県

千葉県

東京都

神奈川県



有限会社大原営農
ベルファーム株式会社
河原崎善康（河原崎農園）
株式会社久花園本店
株式会社南蛮屋十兵衛
株式会社未来
大橋嘉孝（大橋牧場）
大石勝也（丸啓大石製茶）
長谷川正治（長谷川製茶）
日下和明（日下農園）
農事組合法人木の花ファミリー
有限会社丸新　柴本製茶
髙橋博之（陽だまりファーム）
磯田園製茶株式会社
河東幸雄
株式会社そら
株式会社たけうち牧場
株式会社やっちゃば
株式会社安田商店
自然フーズ株式会社
小林秀俊
長田昌利（長田農園）
二村利久（二村農園）
農事組合法人つかさき梨園
農事組合法人逢妻
有限会社やさい畑
有限会社水谷農園
有限会社竹本養豚場
有限会社渡辺牧場
有限会社明治トラクター
鈴木貴晴（スズキナーセリー）
SUZUKA FARM株式会社
伊藤浩志
一般社団法人ひびき
株式会社金山パイロットファーム
株式会社地主共和商会
農事組合法人クマダ
農事組合法人三重きのこ園生産組合
有限会社アグリベース辻
有限会社トラストファーム小俣
有限会社大山田ファーム
有限会社中村農産
株式会社中村農園
漆間平
農事組合法人龍水みなみがた
有限会社きのこ組
有限会社たちかわ農産
有限会社安田興和農事
有限会社高儀農場
有限会社大崎産業
有限会社朝日池総合農場
有限会社米山農場
有限会社穂海農耕
若葉農業合同会社
農事組合法人みのり営農
農事組合法人頼成営農組合
有限会社土遊野
イオンアグリ創造株式会社
ベジュール合同会社

新潟県

富山県

石川県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県



井村辰二郎（金沢農業）
株式会社スギヨファーム
株式会社なっぱ会
株式会社のとじまファーム
株式会社ハルサ
株式会社六星
宮子豊吉（宮子花園）
高村誠（高村農園）
合同会社Red　Earth　Company
山崎啓子（山崎農園）
森川畜産株式会社
西田幸恵（西田農園）
中谷勝治（なかや菜園）
農事組合法人アグリスターオナガ
農事組合法人サンゴウ会
農事組合法人ラコルト能登島
有限会社グリーン・ハート
有限会社三共農園
有限会社内浦アグリサービス
有限会社本葡萄園
サンサン農園合同会社
永木良和
株式会社アジチファーム
株式会社耕　福井支店
株式会社田川農産
村上賢一
特定非営利活動法人ピアファーム
農事組合法人ひとつぶの里
農事組合法人三国バイオ農場
有限会社アグリエース
株式会社JAファームきそ
株式会社むぎわらぼうし
株式会社安曇野水田カンパニー
株式会社結いの里
株式会社月夜原農園
株式会社原生林
株式会社七久里農園
株式会社秀果園
株式会社小池えのき
株式会社本多園芸
宮野雄介（アグロノーム）
佐藤勝彦（佐藤牧場）
市川大輔（市川果樹園）
柴勇一郎（ユウユウファーム）
小林憲一郎
太田稔
長野ハーブガーデン有限会社
農事組合法人ひらの培養センター
農事組合法人もんじゅ山
農事組合法人志賀高原培養センター生産組合
萩原紀行（のらくら農場）
野村哲（野村農園）
有限会社ウッドベルファーム
有限会社エム・ワイ・シー
有限会社サンキューファーム
有限会社たかやしろファーム
有限会社トップリバー
有限会社林檎園ポートリー
グリーンエコスター株式会社滋賀県

石川県

福井県

長野県



株式会社グリーンちゅうず
山梶浩充（山梶農園）
森元直紀（ライスファーム志賀）
北川稔洋（きたがわ農園）
木下郁朗
有限会社もりかわ農場
有限会社古株牧場
有限会社親和
和田喜蔵（和田農園）
株式会社メイドイン京都
株式会社八百一の郷
株式会社野木源
壇進（だん弥）
農事組合法人花トピア大原野
農事組合法人精華町川西観光苺園
有限会社たんごワイナリー
有限会社フルーツ王国やさか
有限会社るり渓やぎ農園

大阪府 向井正雄
株式会社INA LIFE
株式会社一蔵
株式会社丸尾牧場
株式会社佑宜
光明建設株式会社
松下勇人（甘果園）
上田哲也（上田農園）
植田勝也（ニコ・ファームうえだ）
大西昇（大西農園）
大西則和
中塚良行
東徳久地区農事組合法人
藤原昌之
特定非営利活動法人NPOひょうご農業クラブ
有限会社みたけの里舎
有限会社環境微生物研究所
有限会社芝床重機
益田吉仁（益田農園）
岡田正俊（岡田果樹園）
花の郷滝谷花しょうぶ園有限会社
株式会社グリーンワーム21
株式会社よしき園芸
株式会社堀内果実園
小林順一郎（小林農園）
新子博之（新子農園）
西北善守（にしきた農園）
村田芳子（村田商店　村田畜産）
農事組合法人上湯川きのこ生産組合
株式会社吉岡農園
畑安博
畑義人
有限会社柑香園
林健一
トゥリーアンドノーフ株式会社
越村一成（越村農園）
河岡年行（河岡農園）
株式会社ファームイング
株式会社大山どり
森本哲夫（森本農園）
村岡雅規

鳥取県

滋賀県

京都府

兵庫県

奈良県

和歌山県



大場繁
中村輝義（輝星農園）
田巻真志（田巻農園）
浜田陽一（北条砂丘ファーム）
木嶋泰洋（尋牛牧舎）
有限会社とうはく畜産
有限会社ひよこカンパニー
JAいずもアグリ開発株式会社
伊藤篤男（伊藤牧場）
株式会社勝部農産
株式会社松永牧場
真砂産業株式会社
竹内直実（竹内ぶどう園）
農業生産法人ライスフィールド有限会社
農事組合法人小田営農組合
有限会社アグリコントラクター
有限会社グリーンワーク
有限会社コスモ二十一
有限会社だんだんファーム掛合
有限会社マルナガファーム
有限会社隠岐潮風ファーム
有限会社木次ファーム
有限会社和野山農場
株式会社倉敷きのこ園
株式会社福田種鶏場
鬼ノ城ゴルフ倶楽部株式会社
秋山尚太（アグリファーム秋山）
松崎隆（松崎牧場）
農事組合法人広島牧場　岡山分場
有限会社安富牧場
有限会社岡山県農商
有限会社山中牧場
有限会社小林アドバンスデイリー
有限会社哲多和牛牧場
みずたぶる農園株式会社
河野竜一郎（河野農園）
株式会社藤本農園
世羅菜園株式会社
浅枝純絃（すみおファーム）
前川正昭
農事組合法人アグリンク池迫
農事組合法人ゆき
有限会社トムミルクファーム
有限会社ゆう食品
有限会社援農甲立ファーム
有限会社平田観光農園
廣政公一（廣政農園）
濱浦志保香（万汐農園）
株式会社ファームランド
株式会社花の海
株式会社増丸園芸
中尾典弘（中尾りんご園）
特定非営利活動法人周南障害者・高齢者支援センター
農事組合法人ファームつるの里
農事組合法人宇内薬師の里
有限会社アグリ楠
安崎浩二（あんちゃんふぁーむ）
株式会社アグリベスト
株式会社ニッキーファーム

徳島県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県



吉岡秀樹
新居義治
有限会社住友フーズ
有限会社新居バイオ花き研究所
岡下雅雄（岡下農園）
株式会社オリーブヒルズ
株式会社ワイズ農園
株式会社三豊ファームサービス
株式会社七星食品
大平やさい株式会社
中村努
猪熊貴志（猪熊農園）
土井琢司（土井農園）
農事組合法人ゆずり葉
有限会社グリーンフィールド
有限会社ワイディエフ
有限会社将基酪農
有限会社石川農園
有限会社筒井農園
有限会社藤川果樹園
有限会社白鳥農場
芟藪健司
株式会社サンピュア
株式会社テレファーム
株式会社みさき果樹園
株式会社吉田農園
株式会社南予ファーム
宮武益男（宮武農園）
酒井作弥（酒井農園）
赤松農園（赤松康正）
農事組合法人道後高原ファーム
有限会社イヨエッグ
有限会社たんばら園
岡宗信明（岡宗農園）
株式会社いわた農園
株式会社パークビューふぁーむ
株式会社れいほく未来
株式会社土佐北川農園
広瀬良之（広瀬農園）
大森行彦（四万十オーガニックファミリーズ　テレサファーム）
池正人
農事組合法人ヒューマンライフ土佐
農事組合法人黒松牧場
矢野強
有限会社森本果樹園
有限会社川渕牧場
株式会社ヤマニファーム
株式会社栄農社
株式会社松尾農園グループ
株式会社野上養鶏場
株式会社髙手牧場
山下伸二
柴田芳人
杉勝也
石井哲雄（石井農園）
大賀浩樹
中村博之（中村牧場）
楢﨑重行
槙芳行

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県



有限会社ひろはな
有限会社玄農舎
有限会社古賀農産
有限会社水城園芸場
有限会社福測ファーム
岡田修一（岡田農園）
株式会社南川副ファーム
株式会社盟友
合同会社田島柑橘園＆加工所
田口喜代徳
木須栄作
有限会社ナカシマファーム
有限会社みのり農場
有限会社七島農産
バイオファーム株式会社
愛菜ファーム株式会社
柿田元幸（柿田ファーム）
株式会社雲仙きのこ本舗
株式会社久本農産
株式会社杉田農園
株式会社泰和ファーム
吉村洋蔵
金井圭司（金井農園）
荒木和樹
寺尾祐輔（フラワーガーデン寺尾）
小畑治喜（小畑農園）
大石啓介
農事組合法人ベジテール
有限会社エフケイファーム
有限会社シュシュ
有限会社松本ファーム
Green Life株式会社
ネットワーク大津株式会社
フィールドマスター合同会社
株式会社AGL
株式会社サン・ファーム
株式会社たかき
株式会社まるごと農場
株式会社レイホクファーム
株式会社園田農園
株式会社岩永グリーン
株式会社天芯農場
株式会社峯樹木園
吉井龍二（吉井牧場）
金棒和博
三原勉（三原農園）
梢原農産合同会社
石本勝也
赤星博史（赤星農場）
中村一隆（中村農園）
中田純一
中本秀典（中本農園）
堤田亨
嶋田浩二
農業生産法人株式会社平井農園
農事組合法人多良木のびる
矢仁田秀典（矢仁田農園）
有限会社コーシン
有限会社サイキ

佐賀県

長崎県

熊本県

福岡県



有限会社ながまつ
有限会社のはら農研塾
有限会社ファームヨシダ
有限会社ベジタブル・ユー
有限会社共栄ファーム
有限会社幸真倉庫
有限会社山田牧場
有限会社蘇鉄園芸
有限会社八百味屋
有限会社優峰園フルーツランド
あねさん工房株式会社
株式会社アクトいちごファーム
株式会社ドリームファーマーズ
株式会社マル金ファーム
株式会社浦田牧場
株式会社大分和郷
仲井貞一（仲井農園）
農事組合法人天の川生産組合
有限会社荻町高原綜合農場
有限会社中原農場
有限会社本川牧場
有限会社鈴木養鶏場
鷲頭栄治
株式会社アグリさいと
株式会社ひむか野菜光房
株式会社ローソンファーム宮崎
株式会社桜花牧場
山口今朝廣（山口農園）
森雅也（森とまと農園）
千葉竜
前田健（前田農園）
大塚達男
藤丸和義（藤丸農園）
日本信頼農業株式会社
日髙悟
農業生産法人有限会社ミキファーム
農事組合法人香川ランチ
有限会社アグリカンパニー
有限会社ドリームランドはまゆう
有限会社ファームヤマト
有限会社奥松農園
有限会社加藤えのき
有限会社新福青果
有限会社福冨農産
有水耕治
株式会社あおぞら元気農場
株式会社さかうえ
株式会社ドリームランド牧場
株式会社まえだファーム
株式会社川﨑農産
株式会社中野農産
株式会社唐芋農場
株式会社日野洋蘭園
吉田幸一（吉田農園）
寺田農園株式会社
中村茂夫（中村農園）
農業生産法人そのやま農園株式会社
農事組合法人ねじめ農園
農事組合法人ファーム東市来

鹿児島県

熊本県

大分県

宮崎県



農事組合法人森ファーム組合
有限会社オオスミ物産
有限会社かごしま有機生産組合
有限会社しろやま農産
有限会社錦江ファーム
有限会社勝目製茶園
有限会社小鹿農業生産組合
有限会社大成畜産
有限会社南九州きのこセンター
有限会社南種子衛生
アーミファーム株式会社
伊仲清栄
永井則義（永井ファーム）
加賀哲彦
株式会社あしたの農業
株式会社農業生産法人テクノグリーン
宜野座朝子（ブリーズランド）
合同会社KSファーム
山城克也
上原正子（南山ファーム）
西川卓治（ブルーファーム）
大原大幸（大原農園）
徳元佳代子（ベジフルマンマ）
農業生産法人株式会社アセローラフレッシュ
農業生産法人株式会社もとぶ牧場
農業生産法人株式会社菜縁おきなわ
農業生産法人有限会社ひめゆり農園
矢野智大（農園はこすけ）
有限会社カナンおきなわ

鹿児島県

沖縄県


